三郷市内外の

２ ０１ ０

情報をお届けします！

NO．９ ８

○ 社会福祉協議会○
ふれあい電話では、毎週 1 回の電話訪問のほか、年 3 回利用者とボランティアとの交流会を実施しています。
5 月 19 日（水）には、第 1 回目の交流会「新緑のつどい」を高州地区文化センターで実施しました。当日は、雨が時折降る

http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/

など天候があまりよくありませんでしたが、利用者・ボランティア総勢 25 人が参加。まずは、みなさんと楽しく会食後、利用

２ ０１ ０

NO．９ ８

者のカラオケや民謡披露、またヨサコイソーラン真来寿（マックス）による踊りの披露がありました。最後に、みさと公園の

ランティア

散策を行い、利用者から「みなさんと交流できて楽しかった」「次回もまた来ます」などの声がありました。

ポート

介護老人福祉施設「三郷藤光
苑」デイサービスセンターに行
ってきました。あいにくの土砂
降りでしたが、皆さんが、新野
田さんの手品に圧倒！音楽に合
わせて、色々なものが消えた
り・現れたりと･･･不思議な世界
に惹きこまれていきました。
利用者の方からは「お兄さん、

▲迫力ある踊りのヨサコイソーラン

すごいよ！」との声が飛び交っ
ていました。

▲最後に記念写真！「また次回お会いしましょう」

編
後

集
記

新緑の過ごしやすい季節が来たと思いきや、蒸し暑い日や肌寒い日や・・・みなさん体調は崩してい
ませんか？今年の夏も暑くなりそうだと、早々予感している今日この頃です。
さて、まもなく今年も「彩の国 ボランティア体験プログラム」が受付開始の予定です。これは、夏休
み期間に学生・社会人のみなさんを中心にボランティア活動を体験してもらおうというものです。私に
とっては、始めての夏・・・ 今からドキドキしています。

▲手品の披露をする、新野田衡成さん
新野田さんは、市内の高齢者や児童の施設などで手品を披露し、多くの方を魅了しています。
「皆さんに楽しんでもらえるように、途中では音楽を止め、お客さんを巻き込みながら手品をしています。
」

一芸をお持ちの方！

ボランティアみさと 配布先
三郷駅周辺

幸房・谷中・田口周辺
新和・栄周辺
新三郷駅周辺
天神周辺
鷹野周辺
戸ヶ崎周辺
高州周辺

三郷市ボランティアセンター、市内公共施設以外でも配布しています！

みさと書房北口店(三郷市早稲田 2-2-6）
亀有信用金庫三郷駅前支店(三郷市三郷 2-20‐1)、川の郷福祉会(三郷市早稲田 1-11-13）
カーブスワオシティ三郷(三郷市三郷 1-3-1 ワオシティ三郷２F)
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら(三郷市早稲田 5-4-1 三郷市文化会館内１階)
特別養護老人ホーム小鳩園(三郷市幸房 680)、ドコモショップ三郷店(三郷市幸房 131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(三郷市谷口 631-1)、三郷郵便局(三郷市谷中 14-9)
特定非営利活動法人ひまわりの家(三郷市新和 4-56-3)、工房風のうた(三郷市新和 4-601)
埼玉みさと総合リハビリテーション病院(三郷市新和 5-207)
介護老人保健施設三郷ケアセンター(三郷市南蓮沼 260-2)、みどりの風(三郷市半田 1212-2)
イトーヨーカドー三郷店(三郷市天神 2-22)
ブックスたかの(三郷市鷹野 3-14)
地域包括支援センターみさと南(三郷市戸ヶ崎 1-568-1)
亀有信用金庫三郷支店(三郷市戸ヶ崎 2-285)、三郷前谷支店(三郷市戸ヶ崎 3-116-2)
亀有信用金庫高州支店(三郷市高州 1-291-1)
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ボランティア活動に参加してみません

Contents

か？手品・ダンス・演奏･･･と、多くの
方が施設などでご披露していらっしゃ

・お知らせ
・助成金の情報

P.2
P.3

いますよ。

【発行】三郷市ボランティアセンター（三郷市社会福祉協議会内）
〒341-0041 埼玉県三郷市花和田 638-1

三郷市健康福祉会館５階

[Tel]048-953-4191[Fax]048-953-4192[E-mail]mvc@misato-syakyo.or.jp
[Web]

http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/

[開所時間]午前 8 時３０分〜午後５時１５分 月〜金曜日（祝日除く）
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株式会社

日本一

公益財団法人太陽生命厚生財団「平成２２年度社会福祉助成事業」

社会貢献活動
(1) 助成事業

ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障害者等のために福祉活動や文化活動を行うために必要な費用ま

施設の催しや、ボランティア団体主催の合同イベント等に参加し、無償にて焼きたての焼鳥やお惣菜を御提供
します。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

1 月あたり 2 日の活動の中でスケジュールを調整いたします。
目安として来場者が 100 名以上のイベントを対象といたします。
1 施設 1 回のみの出店でお願いします。
調整等に時間が必要ですので、1 ヶ月以上前の申し込みをお願いします。
各種イベントにおいて焼鳥をご提供いたします。
（数量に関しましては、人数とスケジュールに合わせてご相談）
大型車が駐車できるスペース（8ｍ×2.5ｍ×3.5ｍ）をご用意ください。
調理スタッフのみの訪問となりますので、配膳等については施設並びに団体スタッフにて御協力をお願いいたします。
御要望が多い場合や日程によっては訪問できない場合があります。御了承の上お早めにお申し込みください。

たは機器・機材、備品等を整備するための費用に対し助成します。
1件

①応募〜スケジュール調整
②出店決定（出店 3 ヶ月前）
③出店打ち合わせ（出店 1 ヵ月前）
④出店

■現在の空き状況 ※空き状況は変わる場合もありますので、ご確認ください。

月

社会福祉法人、その他の法人または民間機関等が実施する老人保健、老人医療、生活習慣病に関する研究ならびに
高齢者福祉に資する研究または調査に対し助成します。
１件

３０〜７０万円

日
4 日、5 日

10

2 日、3 日、9 日、10 日、
11 日、23 日、24 日

11

6 日、7 日、27 日、28 日

合計３００万円

対象：非営利の民間団体等および個人
平成２２年６月３０日（水） （郵送による必着）

応募の締切日

詳しくは・・・

■

〒103-0027

公益財団法人

９

合計２，０００万円

(2) 研究助成

■
■応募から実施までの流れ

２０万円〜５０万円

対象：地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよびＮＰＯ（法人格の有無は不問）

スーパーや駅ビルなどで、焼鳥・鶏惣菜の販売店を、
東日本を中心に全国に 200 店舗以上展開している企
業です。本社は千葉県野田市にあり、埼玉県内にも
３０店舗弱の店舗があります。
（詳細はホームページにて御確認ください。
http://www.nihonichi.jp/

TEL･FAX

東京都中央区日本橋２−１１−２

太陽生命厚生財団

03-3272-6268

太陽生命日本橋ビル内

事務局

http://www.taiyolife-zaidan.or.jp（応募要綱をダウンロードできます）

平成２２年度テレビ朝日福祉文化事業団「設備助成」募集について
利用者が作業所で使用する諸道具や備品、作業機器・機材などを助成します。

詳しくは・・・

株式会社日本一
〒101-0045

広告宣伝課長

髙木

哲

東京都千代田区神田鍛治町３−６−７
ウンピン神田ビル１０階

TEL：０３−５２８９−４０２５

株式会社日本一

東京支店内

■

募集期間

平成２２年４月〜平成２２年９月３０日（木）

■

対象施設

※

納品、諸手続きは平成２３年３月末までに全て完了する必要があります。助成金額は２０万円以内

「小規模共同作業所」
・
「通所作業所」およびこれに類似するサ−ビスを提供する施設

（消費税込）で全て物品助成です。

FAX：０３―５２８９−４０３３

詳しくは・・・ ■

〒106-8001

東京都港区六本木６−９−１

テレビ朝日福祉文化事業団
イベントカーは、焼鳥の焼き台 2 台・フライヤー１台等その場で 1 店舗分の調理が出来
る設備を備えた大型のイベントカーです。埼玉県内であれば何処でも御訪問して、焼鳥
や唐揚げ等の弊社自慢のお惣菜を御提供することが可能です。

TEL 03-6406−2195

六本木ヒルズ森タワー１６階

設備助成係

FAX 03-3405-3797

E-mail

fukushi@tv-asahi.co.jp

http://www.tv-asahi.co.jp/linklist/fukushi/（応募書式をダウンロードできます）

社会福祉法人清水基金

平成２２年度助成事業について

(１)一般助成事業

巡回聴覚障害者相談会
聴覚障害者情報センターに来所できない方のために、巡回聴覚障害者相談を行います。

■

申込受付期間

■

助成対象

②同上施設が行う、在宅福祉サービス等地域福祉活動推進のための機能整備事業
■

助成内容

事前の予約はいりません。直接会場にお越しください。午後は、家庭訪問を行います。
訪問希望の方は、事前に連絡ください。

平成２２年５月１日（土）〜平成２２年７月３１日（土）（必着）

①障害児・者福祉の増進を目的として運営されている民間社会福祉法人施設の機能整備事業
施設福祉及び地域福祉に必要な建物（新築、改修、増改築）
・車輌・機器等
原則として１法人当り５０万円以上、７００万円以内。

(２)海外研修事業

■相談日時

６月２日(水) 午前 10：00〜12：00

■

申込み受付期間

平成２２年５月１日（土）〜平成２２年６月３０日（水）
（必着）

■会場

草加市立中央公民館 ２階 第一会議室 (草加市住吉２−９−１）

■

助成対象

※その他の日程

１０月２０日（水）春日部市 （旧埼葛南福祉保健圏域のみ掲載)

■

研修人員・助成金及び研修期間

民間社会福祉法人において、障害児・者の処遇等に従事しており、海外施設等において先
進的な課題を持ち、意欲的に挑戦する方。

詳しくは・・・

〒330-0074

さいたま市浦和区北浦和 5−６−5 埼玉県浦和合同庁舎 別館２階
TEL 048-814-3353

FAX 048-814-3355

詳しくは・・・

■ 〒103-0027
社会福祉法人
TEL

VOLUNTEER MISATO
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①Ａコース（３か月）

３名

一人当り

１６０万円以内（予定）

②Ｂコース（１か月）

３名

一人当り

８０万円以内（予定）

東京都中央区日本橋３−１２−２

朝日ビルヂング３階

清水基金

03-3273-3503

FAX

03-3273-3505

03

E-mail

shimizu-kikin@muc.biglobe.ne.jp
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